








ふとん／レンタルモップ／引越／ゆうパック／手芸・花の頒布会／ピアノ調律／合宿免許／ペット葬／
眼鏡・コンタクトレンズ／DVDダビング／各種健診／アクアクララ／学習教材／オーダーメイドスーツなどくらしの便利サービス 6ページ年

月 回
配布
提出

1/29 ～2/2
2/5 ～2/9

受付時間／9：15～17：30 月 金～

携帯からのお問い合わせ 06-6242-0955（有料） FAX 06-6242-0921
生活サポート事業部くらし係
お申し込み・お問い合わせは

親と子の童話館ぶっくくらぶ絵本の定期便

こんにちは。長崎市で37年余り、子どもと絵本、子どもと読書にかかわる仕事を行っている「こども本の童話館グループ」と申します。なにかしら不安の多いこの社会で、子どもた
ちが心豊かに、できれば思慮深く育つために、親として何ができるのか…。そのもっとも有効な答えとして、私たちは「絵本のある子育て」を提唱してきました。子どもの成長に応
じて選び抜いた絵本・本を定期的にお届けする「童話館ぶっくくらぶ」は、おかげさまで、今や全国で最大の配本ネットワークです。どうぞ、絵本と本の定期便「童話館ぶっくくらぶ」へ、
関心を持っていただきますように。

毎月、定期的に自分の名前で絵本が届く喜び！

年
間
で
お
届
け
す
る
絵
本
の
一
部
で
す
。

成長の年令に応じたコースの
絵本・本をお送りいたします。

お申込み方法 お届けについて

本の代金・送料について

●ひとつの家庭に毎月２冊（もちろん違う絵本・本です。）からのお届けをおすすめします。１冊か
らのお届けも可能です。ごきょうだいの場合は、それぞれ別のコースから１冊ずつのお届けがで
きます。
●子どもと絵本・本が仲良しになるには、ある程度の継続的な出会いが必要です。そのため、１年
間の定期配本をお願いしています。（お申し込みは、随時受付しております。また、途中での退会
やコース変更は可能です。）
●１年間の配本の終了後の継続（進級）については、終了前月の配本時に、改めてご案内します。
　退会のご連絡がない場合は、ひとつ上のコースの絵本・本をお届けします。※「たんぽぽコース」は、
お子さまの月令によって６か月間の配本となる場合があります。その場合、６か月間の終了前月
の配本時に、進級のご案内をいたします。
●年間の配本内容は、初回の配本時に、配本リストを同封します。
●ひとつのご家庭へ、すでにお手持ちの絵本・本は、重複してお届けしません。かわりの絵本・本
をお届けします。
●毎月の小包は、お子さまのお名前宛でお届けします。

●本の代金は、配本のコースや月によって変わりますが、２冊で平均2,300円から2,600円前後（消
費税含・親のための本別・送料別）です。

●童話館出版の絵本・本が、「童話館ぶっくくらぶ」で配本される場合、会員特別価格が設定されて
います。割引額は、絵本・本によって異なります。
●送料は一律200円です。（海外は別料金になります。）
●共同購入代金と一緒に請求させていただきます。

後日、「童話館ぶっくくらぶ」からお届け方法と、配本コースをご利用される
お子さまのお名前・お誕生日などの確認のためお電話いたします。その際、
プレゼント用で絵本のお届け先が異なる場合はお申し出ください。（プレゼ
ント用の場合には、贈り先さまへ初回配本のご案内をし、直接絵本をお届け
した後に、贈り主さまへ明細書を送付いたします。）

❷

ご都合などにより、「童話館ぶっくくらぶ・入会受付係」からのお電話でお話
ができなかった場合は、一旦、生協に登録されているご住所へ、初回配本の
ご案内などの書類を郵送いたします。（プレゼント用でお届け先をご変更され
る場合は、同封の返信葉書にて、お早めのご返送をお願いしております。）

❸

商品は、ゆうメールでお届けします。
商品のお届け月の翌月2回の請求明細書で本代と送料を請求させていただき
ます。

❹

❶

お申込みについてのご質問・ご相談・お問い合わせは
 　　　 「童話館ぶっくくらぶ」　　〒850-0055 長崎市中町５番21号　☎050－3538－6908　（９:00～17：３０、日・祝・第２土曜休み）
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※表示価格は消費税込みの価格となっております。

※別途送料200円がかかります。

初回配本時にお送りする絵本のご案内を同封します。
お好きな絵本をお選びください。

絵本を１冊進呈
生協をとおして「童話館ぶっくくらぶ」に
お申込みいただくと、

親と子の童話館ぶっくくらぶ

たんぽぽ
コース

およそ0～1才
月1冊コース 注文番号

264369
月2冊コース 注文番号

264377

小さいいちご
コース

およそ1～2才
月1冊コース 注文番号

264385
月2冊コース 注文番号

264393

大きいいちご
コース

およそ2～3才
月1冊コース 注文番号

264407
月2冊コース 注文番号

264415

小さいくるみ
コース

およそ3～4才
月1冊コース 注文番号

264423
月2冊コース 注文番号

264431

大きいくるみ
コース

およそ4～5才
月1冊コース 注文番号

264440
月2冊コース 注文番号

264458

小さいさくらんぼ
コース

およそ5～6才
月1冊コース 注文番号

264466
月2冊コース 注文番号

264474

大きいさくらんぼ
コース

およそ6～7才
月1冊コース 注文番号

264482
月2冊コース 注文番号

264491

贈りものとしても

喜ばれています！

900円(税抜) 
972円(税込)

900円(税抜) 
972円(税込)

1,200円(税抜) 
1,296円(税込)

1,200円(税抜) 
1,296円(税込)

1,200円
(税抜) 
1,296円
(税込)

1,200円(税抜) 
1,296円(税込)

1,200円(税抜) 
1,296円(税込)

1,200円(税抜) 
1,296円(税込)

1,200円(税抜) 
1,296円(税込)

700円(税抜) 
756円(税込)

親の本
1,400円(税抜) 
1,512円(税込)

800円(税抜) 
864円(税込)

800円(税抜) 
864円(税込)

会員特別価格 
820円(税抜) 
886円(税込)

 会員特別価格 
1,210円(税抜) 
1,307円(税込)

 会員特別価格 
1,240円(税抜) 
1,339円(税込)

 会員特別価格 
1,210円(税抜) 
1,307円(税込)

 会員特別価格 
1,240円(税抜) 
1,339円(税込)

 会員特別価格 
1,210円(税抜) 
1,307円(税込)

 会員特別価格 
1,240円(税抜) 
1,339円(税込)

 会員特別価格 
1,240円(税抜) 
1,339円(税込)

 会員特別価格 
1,210円(税抜) 
1,307円(税込)

 会員特別価格 
1,240円(税抜) 
1,339円(税込)

 会員特別価格 
1,210円(税抜) 
1,307円(税込)

 会員特別価格 
1,210円(税抜) 
1,307円(税込)

800円(税抜) 
864円(税込)

800円(税抜) 
864円(税込)

会員特別価格 
1,020円(税抜) 
1,102円(税込)

1,250円(税抜) 
1,350円(税込)

会員特別価格 
970円(税抜) 
1,048円(税込)

1,165円(税抜) 
1,258円(税込)

1,000円(税抜) 
1,080円(税込)

会員特別価格 
1,070円(税抜) 
1,156円(税込)

1,100円(税抜) 
1,188円(税込)

1,214円(税抜) 
1,311円(税込)

初回送品日 毎月送品日

Since1981

2月5日（月）～2月9日（金）・2月12日（月・祝）～2月16日（金）提出の共同購入
OCR注文書に6ケタの注文番号と数量を記入し、配送曜日に提出してください。

絵本は、子どもだけのもの
ではありません。親と子が
一緒に楽しむものです。

1
同じような本をお持ちなどで、ご
不要の場合は、ご連絡いただけ
れば配本はいたしません。

3

2018年3月初旬頃 毎月16日頃

「親と子の童話館ぶっくくらぶ」号

子育てのお役にたつ本を、「ぶっくくら
ぶ・親のための本」として、年に１～４冊、
お子さまの絵本と一緒にお届けします。

2

（本によって価格は異なります。）
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